
―乳幼児向けおはなし会のお知らせ―
　読み聞かせやわらべうたを通して、ことばやリズ
ムを赤ちゃんと一緒に楽しみます。おうちの方と赤
ちゃんとの触れ合いのひとときをお過ごしください。
・「おはなしのゆりかご」（対象：０～２歳）
　毎月第１水曜日午前11時～、豊岡本館・おはなしのへや

・「ほっぺとえほん」（対象：０～３歳）
　毎月第１金曜日午前11時～、城崎分館・おはなしのへや
　第４木曜日午前10時30分～、城崎子育てセンター
・「えほんのとびら」(対象：０～３歳)
　毎月第４木曜日午前10時30分～（０・１歳）・
　午前11時～（２・３歳）、出石分館・おはなしのへや

お菓子の本
＜ 一 般 ＞

お菓子の由来物語
猫井　登／著（幻冬舎ルネッサンス）

　名前や形の由来、歴史上の人物と
の関係など、140種類のお菓子のル
ーツを紹介。お菓子の全体と断面の
美しい写真が掲載され、丁寧な解説
が添えられたスウィーツ写真集のよ
うな由来事典。

＜ じ ど う ＞
おまたせクッキー
パット・ハッチンス／作
乾　侑美子／訳（偕成社）

　おやつにクッキーを食べようとした
とき、玄関のベルが鳴って友だちが遊
びに来ました。みんなで食べようとす
ると、またベルが鳴って、友だちが次々
に入ってきて…。はたしてクッキーを
食べられるでしょうか？

レッツゴー図書館レッツゴー図書館

4月の行事予定

図書館の資料はホームページから検索・予約できます。
http://www3.city.toyooka.lg.jp/toyolib/index.html
メールアドレスtoyolib@city.toyooka.lg.jp　　
開館時間　午前10時～午後６時
※本館（金・土）　午前10時～午後7時

■図書館本館、分館の連絡先および所在地
本館 ☎23-6151（京町５-28） 日高 ☎21-9060（日高総合支所１階）
城崎 ☎21-9072（城崎総合支所２階） 出石 ☎21-9010（出石総合支所１階）
竹野 ☎21-9078（竹野総合支所３階） 但東 ☎21-9036（但東市民センター１階）

4月の行事予定

※詳細は、各館に問い合わせください。

乳０～２歳　幼３～５歳
児６歳～　　般一般

日 曜日 時間 場所 行事名
1 日
2 月
3 火 （休館日）

4 水
10：30～

本館
いっしょにおはなし会　幼

11：00～ おはなしのゆりかご　乳

5 木
6 金 11：00～ 城崎 ほっぺとえほん　乳

7 土 10：30～ 但東 おはなしのもり（チューリップの切り紙）　幼 児

8 日
9 月

10 火 （休館日）
11 水 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会　幼

12 木
13 金

14 土

10：10～ 本館 土曜としょかん（スウィーツデコ雑貨）　幼 児

10：30～

城崎 おはなしランド（牛乳パックテニス）　児

竹野 テーマであそぼ！「ドキドキ・ワクワク！新がくねん」
（くすだま作り）　幼 児

日高 絵本からのおくりもの　幼 児

15 日
16 月
17 火 （休館日）
18 水 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会　幼

19 木
20 金
21 土 13：00～ 但東 切り紙Ａｒｔ　般

22 日 14：00～ 出石 としょかん・くらぶ　児

23 月
24 火 （休館日）
25 水 10：30～ 本館 いっしょにおはなし会　幼

26 木 10：30～
城崎 ほっぺとえほん（城崎子育てセンター）　乳

出石 えほんのとびら　乳 幼

27 金 （休館日）

28 土
10：30～

竹野 おはなしミッケ！　幼 児

日高 絵本からのおくりもの　幼 児

14：00～ 本館 おはなし会　幼 児

29 日
30 月 （休館日）
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4月の予定
　市内６カ所の子育てセンターでは、子育て中の保護者を
応援するためのいろいろな活動をしています。
　下記事業には、地域以外の方でも参加できます。
※詳細は、各センターに問い合わせください。
※定員があるものは、事前に申し込みください。
※場所の表示がない活動は、各センターで行います。

子育て総合センター　☎24-4604
（ＪＲ豊岡駅前アイティ7階）火曜日休館

出石子育てセンター　☎52-6188
（出石総合支所１階）日・月曜日休館

但東子育てセンター　☎21-9079
（但東市民センター）日・月曜日休館

城崎子育てセンター　☎32-4666
（城崎総合支所２階）日・月曜日休館

日高子育てセンター　☎42-4610
（日高総合支所３階）月・第１土・第１以外の日曜日休館

日　時 12日（木）午前10時30分～11時
対　象 乳幼児と保護者
内　容 図書館司書による絵本の読み聞かせ

パパと遊ぼうＤ
　 デ 　 ー 　

ＡＹ！

竹野子育てセンター　☎47-2030
月曜日休館

なかよし広場
日　時 18日（水）午前10時15分～11時30分
対　象 おおむね１歳までの乳幼児と保護者、妊婦
内　容 子どもの計測、保健師ミニ講話『予防接種の受け方』育児発達相談

お花見遠足
日　時 17日（火）午前10時～午後０時30分
対　象 乳幼児と保護者（ベビーカーの使用可）
持ち物 お弁当、お茶、敷物

みんなでクッキング
日　時 10日（火）午前10時～午後０時30分
対　象 乳幼児と保護者
参加費 １家族　100円
持ち物 エプロン、三角巾、マスク、お茶

パパと遊ぼうデー
日　時 21日（土）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児とお父さん（家族みんなで来てください）
内　容 親子遊び

そとあそび広場
日　時 11日（水）午前10時30分～11時30分
場　所 出合右岸公園（集合：但東子育てセンター）
対　象 乳幼児と保護者
内　容 桜並木を散歩、公園で遊びましょう（赤ちゃんはベビーカー必要）

おはなし広場
日　時 ７日（土）、14日（土）、28日（土）午前10時30分～11時
対　象 乳幼児と保護者
内　容 絵本や紙芝居の読み聞かせ

パパと遊ぼうデー
日　時 14日（土）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と家族
内　容 テラスでブロック遊び

ほっとたいむ＆わらべうた遊び＆おやこふれあいたいむ

日　時
①ほっとたいむ ２日（月）、26日（木）午前11時～
②わらべうた遊び 11日（水）午前11時～
③おやこふれあいたいむ 23日（月）午前10時30分～

対　象 乳幼児と保護者

内　容 ①唱歌や童謡を歌う　②わらべうたやいろいろな遊び
③紙芝居やいろいろな遊び

その他 午前中（９時～正午）は身長や体重の計測をします。

絵本の読み聞かせ＆折り紙あそび
日　時 25日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 絵本の読み聞かせ、こいのぼり製作

そとあそび広場
日　時 ４日（水）午前10時30分～11時30分
場　所 宵田小公園（集合：出石子育てセンター）
対　象 乳幼児と保護者
内　容 固定遊具や広場で遊びましょう

そとあそび広場   ※天候・場所の悪条件時は中止
日　時 ①10日（火）　②24日（火）　午前10時15分～11時30分
場　所 ①国府ふれあい公園　②日高町民公園
対　象 乳幼児と保護者
内　容 固定遊具や広場で遊びましょう

絵本の読み聞かせの会

日　時 ８日（日）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児とお父さん（家族みんなで来てください）
内　容 親子ふれあい遊び

そとあそび広場　雨天または悪天候の場合は中止

日　時 ①４日（水）、②６日（金）、③12日（木）午前10時15分～
④19日（木）、⑤23日（月）、⑥27日（金）午後１時30分～

場　所 ①⑥総合体育館・芝生広場、②中央公園（ふれあい）、③正
法寺ふれあい公園、④中央公園（いこい）、⑤しばっこ広場

対　象 乳幼児と保護者
内　容 戸外の遊び、固定遊具での遊び、子育て相談＆子育て情報（随時）など

そとあそび広場
日　時 12日（木）午前10時30分～11時30分
場　所 城崎駅通り公園
対　象 乳幼児と保護者
内　容 戸外遊び　　※雨天時はセンター

こいのぼり製作
日　時 18日（水）午前10時30分～11時30分
対　象 乳幼児と保護者　15組
申込期間 ３日（火）～13日（金）

ベビーマッサージ
日　時 13日（金）午前10時～11時30分
対　象 １歳までの乳児と保護者　20組
内　容 ベビーマッサージと赤ちゃんへのスキンシップの話、参加者交流
講　師 ベビーマッサージ・インストラクター　土生田尚子さん
持ち物 バスタオル 申込期間 ４日（水）～12日（木）

わいわいコーラス
日　時 24日（火）午前10時～11時30分
対　象 乳幼児と保護者
内　容 春の歌や懐かしい童謡、唱歌を歌う

日　時 18日（水）午前９時30分～11時30分
場　所 豊岡市民プラザ　ほっとステージ
対　象 ２歳ぐらいまでの乳幼児と保護者、妊婦
内　容 子どもの自由遊びや交流、計測、子育て相談
スタッフ 保育士、保健師、看護師、助産師、子育て支援ボランティア

なかよし広場

日　時 21日（土）午前10時30分～11時45分
場　所 しばっこ広場（アイティ７階スカイドーム）　※雨天時はセンター
対　象 ２歳以上の幼児とお父さん　先着20組（お母さん、きょうだいの参加可）
講　師 こども育成課　仲義　健 申込期間 ９日（月）～19日（木）

パパと遊ぼうデー“おやこっこ運動遊び”

日　時 25日（水）午後１時30分～３時30分
場　所 豊岡市民プラザ　練習室
対　象 子育て中の保護者　20人（一時保育　15人）
内　容 おとなの言葉でのびる“子どものやる気”
申込期間 11日（水）～23日（月）

子育ち＆親育ち講座

なかよし広場
日　時 19日（木）午前10時30分～11時30分
対　象 ２歳ぐらいまでの乳幼児と保護者、妊婦
内　容 子どもの身体計測、妊婦の血圧測定、保健師ミニ講話、育児発達相談

絵本の読み聞かせと折り紙
日　時 26日（木） 午前10時30分～11時
対　象 乳幼児と保護者
内　容 読み聞かせと折り紙

そとあそび広場
日　時 11日（水）、25日（水）午前10時～正午
場　所 児童公園（JR竹野駅横）
対　象 乳幼児と保護者
内　容 電車の見える公園で遊びましょう
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